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2015 年 1 月、進化する「トライオート FX」で FX 頂上決戦！！

「リアルトレード！トライオート FX グランプリ」開催決定
総額 245 万円、優勝賞⾦ 10 万円。FX 著名人も参戦！
インヴァスト証券の次世代型ＦＸサービス「トライオート FX」では、2015 年 1 月 12 日（月）の大幅リニュ

ーアルを記念して、同日より「第 1 回リアルトレード!トライオート FX グランプリ」
（以下、グランプリ）を開
催いたします。
※リニューアルの内容はこちらをご覧ください「1 月 12 日、トライオート FX 進化。」
http://www.invast.jp/company/release/pdf/2014/1205_01.pdf
本グランプリは、参加者の皆さまが実際のご資⾦を使ってトライオート FX での損益を競うリアルトレードコン
テストです。期間中の取引損益でランキングを決定しランキング上位 300 名様に賞⾦総額 245 万円を進呈いた
します。
◆トライオート FX について
トライオート FX は、インヴァスト証券が独自に開発した「マニュアル取引」も「半自動取引」も「自動放置売
買」も可能な裁量 FX サービスです。1 月 12 日の大幅リニューアルにより、低スプレッドで短期売買ができる
マニュアル注文、独自の連続注文機能である「オートパイロット注文(AP 注文)」を使った中期売買、さらに AP
注文を組み合わせた「仕掛け」で放置可能な⻑期売買が実現可能になります。
トライオート FX は、ご自⾝のライフスタイルや相場環境に合わせた柔軟性と効率性が⾼い取引ができ、全ての
投資スタイルにおいて投資効率を最大限に⾼めることを目的とした他にはない FX サービスです。
この進化したトライオート FX を使った「FX 頂上決戦」が、本グランプリで実現します。
トライオート FX に口座をお持ちのお客様はどなたでもご参加たいだだけますので、この機会にトライオートの
ご利⽤ならびにグランプリへの参戦をご検討ください。
◆FX 業界の著名人もグランプリに参戦！
グランプリには、FX 業界における著名人の方々にもご参加いただきます。プロの戦略や仕掛け方をご覧いただ
けることもこのグランプリの⾒どころの一つです。プロの手法をお客様ご自⾝のお取引にご活⽤いただけます。
現時点で参加が決定しているのは、株式会社ワカバヤシエフエックス アソシエイツの代表取締役 川合美智子氏、
バーニャマーケットフォーキャスト代表 ⽔上紀⾏氏、有限会社フォレックス・ラジオ代表取締役だいまん氏で
す。グランプリ開始後にも、FX に精通された方々にご参加いただく予定です。

※「リアルトレード！トライオート FX グランプリ」公式サイトは、2015 年 1 月 12 日公開予定です。

※画像はイメージです。

■第 1 回「リアルトレード!トライオート FX グランプリ」開催要項
【概要】当社トライオート FX に口座をお持ちのお客様が、実際のご資⾦で期間中のトライオート FX の損
益を競っていただいきます。最終日のランキングの結果、上位 300 名様に賞⾦を進呈いたします。
2015 年 1 月 12 日（月）取引開始時 〜

開催期間

3 月 31 日（⽕）取引終了時

当社「トライオート FX」に口座を保有し、開催期間中にお取引いただいたす
べてのお客様※

参加資格

（「トライオート FX」の口座開設後、いつでも途中参加いただけます。）

無料

参加費用
ランキングの決定

期間中の損益（累積決済損益および評価損益の合計）にて決定
最終ランキングに応じた賞⾦（総額 245 万円）を 300 名様に贈呈
（詳細は下記（1）に記載）

賞⾦

※期間中にお取引されたお客様は、自動エントリーされます。
※個人を特定する一切の情報が開⽰されることはありませんが、参加を希望されないお客様は、当社 My ページの参加不可フォ
ームから参加拒否のお手続きをしてください。

(1) 賞⾦について

最終ランキングに応じた⾦額（総額 245 万円）を合計 300 名様に贈呈いたします。
ランキング

賞⾦

1位

10 万円

2位

9 万円

3位

8 万円

4位

7 万円

5位

6 万円

6位

5 万円

7位

4 万円

8位

3 万円

9位

２万円

10 位〜100 位

１万円

101 位〜300 位

5 千円

※賞⾦獲得条件として、グランプリ期間中の取引が 50 万通貨以上必要となります。

(２)

参加する FX 著名人の皆さまについて

（2014 年 12 月 19 日時点）

既にグランプリへの参加が決定している著名人の皆さま方をご紹介させていただきます。
グランプリ開始後にも、ブロガーの皆さま方など FX に精通した方々にご参加いただく予定です。

株式会社ワカバヤシ エフエックス アソシエイツ
代表取締役 川合 美智子（かわい・みちこ）氏
プロフィール
・旧東京銀⾏（現 東京三菱 UFJ 銀⾏）在籍時に同社の創始者であり伝説の
為替ディーラーといわれる若林栄四の下で罫線分析を研究、習熟する。
在日外銀では、外国為替ストラテジストとして活躍。
・⾦融雑誌への連載や FX 関連の著書「FX プロの定石」など多数。
当社トライオート公式サイトでのブログ執筆を始め、セミナー講演でも的確な分析が人気。
・罫線分析を基にした為替相場予測に定評。当社で過去に開催した、裁量 FX と選択型自動売買で
のリアルトレードグランプリにおいても抜群の成績を残した実績を持つ。

バーニャ マーケット フォーキャスト
代表 水上 紀⾏（みずかみ・のりゆき）氏
プロフィール
・1978 年 三和銀⾏（現 東京三菱 UFJ 銀⾏）⼊⾏。1983 年よりロンドン、
ニューヨークで為替ディーラーとして活躍し、東京外国為替市場で
「三和の⽔上」の名を轟かす。1995 年より在日外銀数⾏において為替
ディーラーおよび外国為替部⻑として要職を経て、現在、外国為替スト
ラテジストとして広く活躍。
・当社トライオート公式サイトにおいてブログも執筆中。リアルトレードグランプリは初参加。

有限会社 フォレックス・ラジオ
代表取締役 文 一雄（だいまん）氏
プロフィール
・アジア系外銀にて、外国為替の貿易事務に 5 年、マネー・債権・為替
ディーラーを 10 年歴任する経歴を持つ。ディーリングおよび決済関連
業務に精通し、2002 年の資⾦部次⻑時代に同銀⾏を退職。その後、個人
向けの実施教育を中心にした株式会社 FXSC を設⽴。
・当社の人気ブログ「ディーラーズバトル」執筆。

(３) 「初めてでもできるおススメ仕掛け紹介」について
1 月 12 日(予定)に公開されるグランプリサイトでは、毎週初めにその時点でおススメの仕掛けが公開さ
れます。紹介された仕掛けは細かい設定が公開されているので、初めてのお客様でも簡単に稼働するこ
とができます。

2015 年 1 月 12 日に進化するトライオート FX を使って、FX 頂上決戦に参戦してください！
■トライオート FX 公式サイト

http://www.triauto.jp/

本社所在地： 東京都港区⻄新橋一丁目 6 番 21 号 NBF ⻁ノ門ビル
代表者
： 代表取締役社⻑ 川路 猛
資本⾦
： 59 億 6,508 万円
設⽴
： 昭和 35(1960)年 8 月 10 日
事業内容 ： ⾦融商品取引業
登録番号 ： ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第 26 号
加⼊協会 ：一般社団法人⾦融先物取引業協会 一般社団法人日本投資顧問業協会

日本証券業協会

【リスク・費用などについての重要事項】
本取引は、取引通貨の価格および⾦利等の変動により損失が⽣ずるおそれがあります。また、スワッ
プポイントが受取りから⽀払いに転じることもあります。当社は、有効⽐率が一定水準以下となった
場合、全建⽟を⾃動的に強制決済（ロスカット）いたしますが、本取引は、預託すべき証拠⾦額以上
の取引が可能なため、急激な相場の変動等によっては、証拠⾦の額を上回る損失が発⽣するおそれが
あります。
●売買手数料は、新規注文・決済注文ともに無料です。●本取引は、通貨ペアの売付けの価格と買付けの
価格に差(スプレッド)があり、相場急変時等はスプレッドが拡大する場合があります。●証拠⾦は、1 万通

貨あたり想定元本の円換算額の 4％以上（法人は 1％以上）で、証拠⾦の最大 25 倍（法人は 100 倍）までお取引が
可能です。 ●本取引は、元本および収益が保証された取引ではありません。お取引にあたっては、お客様

ご自⾝の責任と判断でお取引していただきますようお願いいたします。

●TriAuto の詳しいリスク・重要事項については、当社ホームページを必ずご覧ください。
http://www.invast.jp/triauto/service/risk/
※2015 年 1 月 12 日（予定）以降、AP 注文の新規および決済取引の取引価格にマークアップ手数料が内包されます。

